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Ideas for Teaching Japanese 

Who is this? 3 Hints Quiz 

 

Objective Students apply previously learned sentence structures such as「～が好きです」

「～をします」「～で働いています」, using 4 skills.  

Level Elementary 

Materials required Question sheet, Quiz sheet 

Time required 30min 

Prerequisite Students need to have learned basic sentence structures using verbs and 

adjectives 

 

Steps 

Step 1) Interviewing Group Members 

・ Make groups of 4-5 students.  

・ Hand out the Question sheet on which the topics you want your students to ask each other about are 

indicated (Refer to Step① on page 3).  

Example topics: hobbies, work, childhood memories, things to do when they are happy, etc. 

・ Ask the students to interview one another about topics in their group.  

 

Step 2) Making Quizzes in Groups 

・ Ask the students to make 3 hints quizzes on their group members based on the interview of Step 1 by 

transcribing the information onto the sentence patterns on the Quiz sheet (Refer to Step② on page 

3). 

・ Ask the students to think about the order of the sentences too.  

 

Step 3) Quiz  

・ The first group reads out their quizzes.  

・ The students of the other groups answer the quizzes by writing down the answer on a piece of paper.  

 

  Students giving the quizzes;  

X さんは、KLに住んでいます。 

X さんの趣味は、写真です。／写真を撮ることです。 

 X さんは、病院で働いています。 

X さんは、だれでしょう？ 

 

Students answering the quizzes; 

        Write down the name of the student that they think is the answer. 
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Step 4) Checking the Answers 

・ After Step 3), each group reveals the answers  

(This can be done between each group’s turn, or after all the groups have finished giving their 

quizzes.) 

Step 5) Praising the Winner 

・ Praise the student with most correct answers (e.g. Applause, Interview in front of the class) 

 

Advice 

・ You can change the topic of the 3 hints quiz. (e.g. cities, foods, etc.) 

 

 

Reference 

Marugoto Elementary 1 (A1) Rikai, p.36 & p.118
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Quiz Game「この人はだれ？」 

◆グループのメンバーについて、クイズをつくってください。 

Step① グループの人

ひと

にインタビューしましょう！ 

しつもん 

Example.  X 

（たなか先生
せんせい

） 

A 

 

（      ）さん 

B 

 

（      ）さん 

C 

 

（      ）さん 

D 

 

（      ）さん 

しゅみ ほんを よむこと 

    

こどもの 

とき 

よく そとで  

あそびました 

    

・うれしいとき 

 ・りょこうのとき 

・others 

うれしいとき 

おどります 

    

 

 

Step② クイズをつくります。クイズ・カードに書いてください。  

Ex.： X さんの しゅみは、 ほんを よむことです。  

   X さんは こどもの とき、 よく そとで あそびました。 

   X さんは うれしいとき、 おどります。 

   X さんは だれですか。 

 

グループのなまえ： 
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Step③ クラスで、クイズ大会（Quiz Game）をします。 

 

 クイズ No.1 

Aさんの しゅみは、               です。 

Aさんは こどもの とき、              。 

Aさんは            とき、 

                。   

Aさんは だれですか。 

 

 

クイズ No. 2 

Bさんの しゅみは、               です。 

Bさんは こどもの とき、              。 

Bさんは            とき、 

                  。  

Bさんは だれですか。 

 

 
クイズ No. 3 

Cさんの しゅみは、               です。 

Cさんは こどもの とき、              。 

Cさんは            とき、 

                  。   

Cさんは だれですか。 

 

 

クイズ No. 4 

Dさんの しゅみは、               です。 

Dさんは こどもの とき、              。 

Dさんは            とき、 

                  。   

Dさんは だれですか。 

 

 


